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全国囲碁サミットへの参加を宣言

平成２３年５月３１日現在

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

　６月３日に開催された祐徳本因坊戦第６０回記念大会

の前夜祭で、市長は「地域の発展の基礎は、人づくり

にあり、多くの子どもたちが囲碁に親しめる環境を整

えるとともに、中高年層への普及の輪を広げていきま

す。」と全国囲碁サミットへの参加を宣言しました。

※１８ページに関連記事があります。

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯３－人１８－世帯１０,６３１人３１,４９５

世帯３＋人７－世帯　５,２３０人１４,３２０鹿　　島

世帯１＋人５－世帯　１,１６５人  ３,８４７能　古　見

世帯２－人５－世帯　　　９８９人  ３,２０３古　　枝

世帯１－人８－世帯　１,０５４人  ３,２１４浜

世帯３－人１＋世帯　１,２１２人  ３,６９９北　鹿　島

世帯１－人６＋世帯　　　９８１人  ３,２１２七　　浦

人９－人１４,７６６男

人９－人１６,７２９女

写真

№１０１１

7月24日にアナログ放送
は終了します！

詳しくは8ページをご覧くだ

さい。
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　市では、平成２２年７月から８月にかけて、人権・同和問題に関する市民意識調査を実施しました。この調査

は、市民の意識状況を把握し、人権啓発活動の基礎資料を得るためのもので、５年ごとに実施しています。調査

は２０代から７０代までの男女を年代ごとに無作為抽出する方法で、計１,０００人を対象に実施したものです。

　今回は、その結果をお知らせします。（回収率：３１．２％・・・３１２人から回答を得ました。）

問１　日本の社会には、基本的人権にかかわ

　　　るいろいろな問題がありますが、あな

　　　たが関心のあるもの、重要と思われる

　　　ものはどれですか。（※複数回答につき、

　　　合計は１００％になりません。）

問２　県や市町村では、同和問題を正しく理解していただくために、各種啓発活動を行っていますが、あなたは

　　　人権意識についてどう思いますか。

問３　日本の風習で結婚式は大安の日が良い、

　　　葬式は友引はいけないという考え方はど

　　　う思いますか。

　「障害者の人権問題」をはじめとして、

「犯罪被害者等の人権問題」「高齢者の人権

問題」「子どもの人権問題」「インターネッ

トによる人権侵害」に関心が集まっています。

　今回から「犯罪被害者等の人権問題」を入

れましたが、「障害者の人権問題」に次いで、

２番目に高い関心を集めています。

　一般社会については、各質問項目に対する回答は、ほぼ前回と同じ数値や傾向を示しています。ただ、最初の

質問項目である「たかまってきている」が１０％を割り込み低い数値になっています。

　あなた自身については、「たかまってきている」「少したかまってきている」が、前回調査では合わせて

４３％であったのに比べると、３８．２％とやや減少しています。「変わらない」はやや増加をしています。

　前回の調査と同じく「まちがっている、なくす

べきだ」が２０％を割り込んでいます。数値とし

ては、まだ高いと思われますが、「おかしいが仕

方がない」が３５．３％から２８．５％に減少し

ています。「当然のことと思う」と答えている人

は２４％と４人に１人の割合になっています。
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問４　結婚相手を決めるとき家柄とか血筋を問題に

　　　することについて、あなたはどのように思い

　　　ますか。

問５　「男は仕事、女は家庭」という考え方について、

　　　あなたはどのように思いますか。

問６　同和問題をはじめて知ったのは、いつ頃ですか。

問７　同和問題について、はじめて知ったきっかけは、何からですか。

　前回調査と比較すると、「まちがっている、なく

すべきだ」と回答している割合が増えちょうど半数

の５０％になっています。「おかしいが仕方がな

い」は２５．６％から１９％台までに減少していま

す。しかし、「当然のことと思う」人の割合はやや

増加をしています。

　「男女平等だから差別的考え方」については、前

回よりやや増え２７．２％になっています。また、

「差別とはいえない」は、前回の３１．７％から

２０．８％と１０％以上減少しています。「いちが

いにいえない」については、今回も４５．５％と高

くなっています。

　同和問題をはじめて知ったのは「１９歳以降」と

いうのが２５．３％と最も高くなっています。小学

校、中学校の義務教育期間を合わせると４１．６％

と４割を超える人が、その間に同和問題を知ったと

答えています。２割以上の人は「おぼえていない」

と答えています。

　同和問題についてはじめて知ったきっかけは、

「学校の授業」（２９．５％）と「テレビ、ラジオ、

地区懇談会、インターネットなど」（２８．８％）が

ほぼ同じで、次いで「近所、職場、友だちから聞い

た」（１４．７％）となっています。数値的には、前

回調査との大きな変化はあっていません。

　同和地区ができた理由については「封建時代に

政治的につくった」が約半分の５１．０％で最も

多くなっています。次いで「人が嫌がる仕事に従

事していた」が１６．０％、「生活が貧しかっ

た」が１０．９％と続いています。今回も、前回

と同じ傾向を示しています。

問８　同和地区は、どういう理由でできたとお考えですか。
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問９　同和問題について、どうお考えですか。

問１０　あなたが親しくしている人が、同和地区出身の人とわかった場合、どうされますか。

問１１　お子さんの結婚相手が、同和地区出身の人とわかった場合、どうされますか。

　同和問題についての考え方は「人間の自由や平

等にかかわる問題なので、国民全体で考えるべ

き」とする人が５５．１％と半数を超えています。

前回調査より５ポイントほど割合が増えています。

「あまりさわがず、そっとしておくのがよい」は

２１．５％となっていますが、こちらは前回より

かなり減少しています。

　日頃から親しくつき合っている人が、同和地区

出身の人とわかったとき、どうするかについては、

８７．２％の人が「これまでと同じようにつきあ

う」と答えています。前回も８６．７％でしたの

で、市民のほとんどは差別なくつき合おうとして

いると考えていいと思います。

　子どもの結婚相手が、同和地区出身の人である

ことがわかったとき「本人の意思を尊重する」と

いう人は６８．3％と約７割近くの人がこの考え

を支持しています。「自分は構わないが、親類や

世間の手前があるので、できれば結婚させたくな

い」が９．９％、「絶対に結婚させない」が

１．３％となっています。

問１２　同和問題を解決するために、今後どのようなことが必要だと思いますか。

　前回の調査では２番目に多かった「自由に

意見交換ができる環境を作る」が２８．２％

で最も多く、「解決するための、教育・啓発

活動を推進する」が２５．６％、「同和関係

者が自立して生活しやすい環境を作る」が

１３．５％と続いています。また、今回も

「わからない」が１７．６％と高い割合を示

しています。
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　調査結果は、各設問ごとに集計した数値をグラフ化し、それをもとに客観的な事実のみを記述しています。

　この調査結果を読まれた一人ひとりが、市民の意識がどのように示されているかを受け止めていただき、人

権・同和問題の解決に向けた取り組みの参考にしていただければと思っています。

　本調査にご協力いただきました市民の皆さまに深く感謝申し上げます。

 　同和対策課　緯（６３）２１２６詳しくは

問１３　人権・同和問題啓発活動について、あなたは、見たり、聞いたり、読んだことがありますか。　　　　　　　　

　　　（※複数回答につき、合計は１００％になりません。）

問１４　学校や地域における人権・同和教育は、今後どうすべきだと思いますか。

問１５　人権・同和問題に関する地区懇談会・研修会・講演会等に参加したことがありますか。

　「市報・県政だより」が今回調査でも５４．５％

と最も多く、次いで「テレビ、ラジオ、新聞、雑

誌」が４０．７％と続いています。「懇談会、研修

会、講座、講演会」は２８．５％となっています。

　人権・同和問題の各種啓発活動について「見たり

聞いたりしたことがない」と答えた人が１９．２％

と前回より増加しています。

　学校や地域における人権・同和教育は「積極的に

行うべきだ」が３４．６％と前回より少し増加して

います。「必要ない」「わからない」という消極的

な意見は合わせると３６．２％になり、かなり高い

割合になっています。

　地区懇談会・研修会・講演会等に参加したことが

ある割合は合計すると３７．１％で前回調査の

３７．５％とほぼ同じになっています。「参加した

ことがない」は６０．３％と「参加したことがあ

る」人の割合をかなり上回っています。

問１６　｢広報かしま｣の｢ひろげよう人権の輪」をご存知ですか､読まれたことがありますか。

　市報「広報かしま」の「広げよう人権の輪」につ

いては、「欠かさず読む」と「時々読む」をあわせ

ると、５５．８％になり、過半数は超えていますが、

前回調査より減少しています。「全然読まない」

（９．６％）と「知らない」（３２．４％）を合わ

せると４割を超えています。
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【緊急雇用対策】日日雇用職員を募集します

受 付 期 間　８月１日（月）～８月１９日（金）　８時３０分～１７時１５分（※土・日を除く）

第 １ 次 試 験　９月１８日（日）（予定）

申込書請求場所　杵藤地区消防本部総務課（武雄市）、各消防署および分署。申込書は７月中旬から配布予定です。

申込書の郵送　申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に｢採用試験申込書請求｣と朱書きし、必ず１２０円

　　　　　　　　切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号・Ａ４サイズ）を同封してください。

申込・問合先　〒８４３－００２３　武雄市武雄町大字昭和８４６番地

　　　　　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合　消防本部総務課人事係　緯０９５４（２３）０１１９

職　務　内　容採用予定受　験　資　格試験区分

消防の業務に従事１０人程度
昭和６１年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、
杵藤広域圏内に採用後居住する人

消　 防

消防の業務および救急
救命士の業務に従事　

２人程度
昭和５７年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する人
で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

救急救命士

恭市が直接雇用する事業
　市では、雇用および就業機会を創るため、国の「緊急

雇用創出基金事業」に取り組んでいます。

　今回、市が直接雇用する日日雇用職員を下記のとおり

募集します。

申込方法

　就業を希望する人は、総務課または市のホームページ

『各種案内・募集』で配布する専用の『申込書』を総務

課職員係（市役所３階）に提出してください。

※業務内容や申込締切日などの詳

細は、市のホームページをご覧い

ただくか、下記の各募集先または

ハローワークにお問合せください。

 　市総務課職員係　　緯（６３）２１１３

　　　　　ハローワーク鹿島　緯（６２）４１６８

詳しくは

募集先

業務内容の問合先

雇用

予定
業　務　概　要雇用期間

募集

人員
事　業　名

　教育総務課

　緯（６３）２１０３
９月

教育や福祉などの知識や経験を活用

して、児童生徒を支援する業務

７ヵ月以内

９人
スクールソーシャル

ワーカー活用事業

特別の支援を要する児童生徒に対す

る支援業務
１１人

特別支援教育等支援員

事業

教員の補助、児童生徒への支援１０人学習支援員事業

児童生徒の悩み相談などを受ける支

援
９人心の支援員活用事業

小学校の英語活動の支援１人
小学校英語活動支援員

配置事業

恭東日本大震災の被災者を雇用する事業

募集先および

問合先

雇用

予定
業　務　概　要雇用期間

募集

人員
事　業　名

　財政課

　緯（６３）２１１４

随時

鹿島市が所有管理する備品の台帳整

備
３ヵ月以内１人備品台帳整備事業

ＪＡさがみどり支部園芸部

果樹課　緯（６２）２１４５

農作業支援および各種研修・資格取得

（農業経験は問いません）

８ヵ月以内

３人
鹿島アグリヘルパー事

業

　嘉瀬ノ浦ファーム

　緯（６７）７５８０
　０８０－５２５２－４２３７

農作業支援および各種研修・資格取得

（農業経験は問いません）
２人鹿島アグリ研修事業

　市では、３月から東日本大震災に伴う避難者の受け入れ体制を整えており、新たに避難者の就労を支援する事業

を加えました。詳しくはハローワークや下記募集先にお問い合わせください。

その他の採用情報 ［杵藤広域消防職員採用試験の案内］
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前年比合　　　計浄化槽汚泥し　　　尿市　町　名

　　１．２８％２４,９９９．１４６,４５６．４５１８,５４２．６９鹿　島　市

　△２．１１％２２,５１８．６８　９,２００．３０１３,３１８．３８嬉　野　市

　△０．８４％７,４８５．８０２,２８８．２３５,１９７．５７太　良　町

　△０．４２％５５,００３．６２１７,９４４．９８３７,０５８．６４合　　　計

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

７．６７．０７．９７．１６．９７．０７．０７．０７．１７．１７．０７．１７．０５．８～８．３Ｐ　Ｈ

０．８１．７２６．０ＮＤ０．５ＮＤＮＤＮＤＮＤ０．５ＮＤ０．７ＮＤ２０㎎/l以下ＢＯＤ

４．１２．５２．７１．６３．８２．０１．１０．７１２１．６１．７１．４１．６６０㎎/l以下全窒素

０．０４０．７５０．７６０．４３０．３６０．３３０．２２０．２８０．２００．２２０．２１０．２５０．１６　８㎎/l以下全リン

６００００００００６４０４０３０００個以下大腸菌群

（単位：ｋｌ）平成２２年度　搬入量

平成２２年度　放流水検査結果（第１処理場・・・鹿島市・嬉野市）

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

６．８７．４７．１７．２７．０６．７６．８６．７７．３６．８７．１７．０５．８～８．３Ｐ　Ｈ

２．８２．９３．８１．５２．０２．３３．０２．１３．９１．９２．５３．２２０㎎/l以下ＢＯＤ

２．５１４６．４１６４．０４．８７．８６．２２２５３．９２．１６０㎎/l以下全窒素

０．３７０．５８１．５１．３１．１０．６２．４０．０４０．１３０．３７０．１３０．３５　８㎎/l以下全リン

０００００００２５０２０３０００個以下大腸菌群

平成２２年度　放流水検査結果（第２処理場・・・太良町）

※ＢＯＤとは、河川水等の汚染度を示すもので、数値が大きくなればより水質が汚濁していることになります。

　ＢＯＤ測定で０．５未満はＮＤ表示

　鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約７万１千人のし尿及び浄化槽汚泥を処理して鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約７万１千人のし尿及び浄化槽汚泥を処理していい

ます。下記のとおり平成２２年度の放流水検査数値を報告しますます。下記のとおり平成２２年度の放流水検査数値を報告します。。

組合長 樋組合長　樋口口 久俊　久俊（鹿島市長（鹿島市長））

※２月ＢＯＤ数値に異常値が検出されましたが、調整などを行い速やかに基準値内（１．７㎎/l）に回復しております

 　鹿島・藤津地区衛生施設組合　緯（６２）２６５４　胃（６３）９１４５詳しくは
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これまでのアナログ放送は

7月 24日から見られなくなります！

そんなときは

地デジ臨時相談コーナーを設置します

アナログ放送が終了する最終段階に、何ら
かの理由で対応できていない高齢者などの
ニーズにきめ細かくこたえるため、対面相
談及び各種取次ぎの窓口として「地デジ臨
時相談コーナー」を設置します。

通常番組の画面上に終了日までの
カウントダウン等を表示します。
定期的に、全画面スーパーや

ブルーバック等の「お知らせ画面」が
短時間挿入されます。

７月２４日正午から
ブルーバックの

お知らせ画面を表示します。
２４時までに停波します。

７月２４日２４時までに
停波し、

この後は、映りません。

どこに
聞いたらいいの？

どうすれば
地デジが見れるの？

「地デジ臨時相談コーナー」

佐賀県テレビ受信者支援センター（デジサポ佐賀）
℡：0952-43-1212 （平日 9:00 ～ 21:00　/　土日祝 9:00 ～ 18:00）

お問い合わせ

2011 年 7月 19 日～7月 29 日
土日を除く平日の10時～ 17 時
鹿島市役所 1 階ロビー

設置期間・場所

冷蔵倉庫用の建物をお持ちの方へ
お
知
ら
せ

　平成２４年度の冷蔵倉庫用建物の固定資産評価基準変

更に伴い、次の該当要件を全て満たしている建物の調

査を行っています。基準の変更が適用される場合は固

定資産税額が軽減される場合がありますので、市内で

該当する建物を所有されている方は、ご連絡ください。

該当要件

　胸主体構造が非木造（木造以外）である。

　胸倉庫自体に冷蔵機能を備えている。

　胸保管温度が１０℃以下に保たれている倉庫である。

　※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫

　　を設置している場合は該当しません。

 　税務課課税係　緯（６３）２１１８詳しくは
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後期高齢者医療制度と国民健康保険の保険証が変わります
お
知
ら
せ

　後期高齢者（長寿）医療制度と国民健康保険の保険証

（被保険者証）は、年１回、８月１日に更新されます。

　７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。

　なお、保険証の右上の有効期限が平成２３年７月３１日

とある古い保険証は、８月１日以降に裁断するなどし

てから廃棄してください。

 　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０詳しくは

国民健康保険に加入する

７０～７４歳の人へ

　医療機関・薬局での自己負担割合（１割または３割）

を示す『高齢受給者証』は、平成２２年所得に基づき、新

しい自己負担割合を示したものを保険証と一緒に交

付しますので、８月１日からご使用ください。

潤自己負担割合３割

　　　　国保に加入している７０～７４歳の人の所得が、

　　　　現役並みの所得がある世帯の人

潤自己負担割合１割（２割）

　　　　上記以外の人。なお法定割合は２割ですが、

　　　　平成２４年３月３１日までは国の特別対策で

　　　　１割となっています。

（注）後期高齢者医療制度の人は、保険証に自己負担割

　　合（１割または３割）が記載されていますので、ご

　　確認ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証を

　お持ちの人へ

　入院するとき自分の自己負担限度額を医療機関に

提示する『限度額適用・標準負担額減額認定証』も更

新されます。

潤後期高齢者医療制度

　　更新手続きは必要ありません。

　　保険証と一緒に送られてきます。

潤国民健康保険　

　　更新手続きが必要です。

　　８月になってから市役所１階保険健康課まで

　　お越しください。

橙　色　
７月３１日まで

革

後期保後期保険険証証

水　色　
８月１日から

レモン色または桃色
７月３１日まで

革

国保保国保保険険証証

うぐいす色またはサーモン色
８月１日から

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

　経済的な理由などから保険料を納めることが困難な人には、申請により保険料を免除する制度があります。

　引き続き７月からも免除の承認を受けたい、または新たに免除の承認を受けたい人は申請が必要です。

申請資格　①前年の所得（１月から６月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の人

　　　　　②失業や天災で保険料を納付できない人

　　　　　③所得が一定額以下で保険料を全額納付できない人

承認期間　平成２３年７月から翌年６月まで。

　　　　　ただし、すでに保険料が納付または前納されているときは、

　　　　　その月については免除されません。　　　　　

 　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７詳しくは

国民年金の保険料を納めることが　　　　　
　　　　　できない人には免除制度があります

お
知
ら
せ

潤老齢・障害・遺族基礎年金の受

　給資格期間に算入されます。

潤追納期間は１０年以内です。

※一部納付（一部免除）はそれぞれ

保険料を納付していることが前提

となります。

全額免除３／４免除半額免除１／４免除

　　　　０円　３,７６０円　７,５１０円１１,２７０円納付保険料

年金額に

４／８が反映

年金額に

５／８が反映

年金額に

６／８が反映

年金額に

７／８が反映

老齢基礎年金

を受けるとき

平成２３年６月までの免除申請は

７月３１日までです。

申請される人はお急ぎください。
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対象事業　鹿島の自然・歴史・文化・産業などを活か

　　　　　した地域づくりを行う事業

応募要件　実施主体が市内の団体・個人

　　　　　事業実施期間内（平成２３年１０月～平成２４年３月）

　　　　　に終了する事業であること

交　付　額　対象事業費の７０％以内で予算の範囲内

申請方法　市役所３階企画課に備え付けの申請書に必

　　　　　要事項を記入し、企画課へご提出ください。

締　　切　８月１９日（金）１７時までに必着

選考方法　書類選考の上、面接を実施します。

　　　　　（面接日は直接申請者へ連絡します。）

交付決定　９月中旬に申請者へ連絡します

 　企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは

平成　２　３年度後期『ふるさとづくり交付金』
－　 ふるさとへの思いを形にしてみませんか？　 －

お
知
ら
せ

　平成２年から始まったこの交付金制度は、地域のイベントや伝承芸能の保存活動、特産品の開発などの事業に活

用されています。あなたの活動で「ふるさと鹿島」を盛り上げてみませんか？

　社会福祉法人の介護サービスの利用費について、次の要件をすべて満たす人は、利用者負担が軽減されます。

　この軽減を受けるには、市保険健康課で申請が必要です。なお、軽減割合は介護サービス利用者負担額の１／４

（老齢福祉年金受給者は１／２）です。

※利用者負担とは、介護サービスに要した費用の１割（自己負担額）と食費と居住費です。

対象者および要件

　世帯全員が市町村民税非課税であり、以下の５つの要件をすべて満たす必要があります。

　　①１年間の収入が単身世帯で１５０万円、世帯員１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること。

　　②預貯金などが単身世帯で３５０万円、世帯員１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であること。

　　③日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと。

　　④市民税が課税されている人の控除対象者、医療保険の被扶養者になっていないこと。

　　⑤介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの

　　潤印鑑

　　潤世帯全員の通帳の写し（平成２２年１月１日～１２月３１日までの期間がすべて記載され、申請から１ヵ月以内　

　　　の残高が記載されていること。）

　　潤収入を確認できる書類（各種年金、保険等の支払通知書、給与支払証明書、確定申告書の控えなど）

 　保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０詳しくは

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆さんへ

介護サービス利用者負担が軽減されます

お
知
ら
せ

鹿島市緊急経済対策

太陽光発電システム設置工事の補助要件が一部緩和されます

お
知
ら
せ

　７月から太陽光発電システム設置工事の補助要件が緩和されます。設置工事の一部を市内に本店がある法人または

個人事業主が施工する場合も補助の対象となります。補助金額は１キロワットあたり３万円を乗じて得た額で、上限

１０万円です。鹿島市緊急経済対策（太陽光発電システム設置工事のほかバリアフリー改修と生活排水改善）は、予算

がなくなり次第終了します。

 　まちなみ建設課施設管理係　緯（６３）３４１５詳しくは
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悪質商法にご注意ください
お
知
ら
せ

　消費生活相談窓口には、各家庭を訪問して勧誘する

業者の情報や相談が寄せられています。場合によって

はトラブルにあう恐れもありますので、ご注意ください。

噛貴金属の買取り

　覚一旦、業者に渡った物は、取り戻しが困難です。　

　　買い取ってもらうつもりがなかったら、はっきり

　　断りましょう。

噛ＳＦ商法（健康の話などを聞きにくれば日用品を無料で配

　　　　　　　ると誘い、会場に人を集め得した気分にさせて、

　　　　　　　興奮状態の中で高額な商品を売りつける商法）

　覚「もらわねば損」と無料につられて、会場に行か

　　ないことが大切、その場の雰囲気に惑わされず、

　　本当に必要かどうか冷静に考える事が必要です。

　突然の勧誘を受けたときは、安易な誘いに乗らない

で、すぐに決めたりせず、身近な人に相談しましょう。

　契約は慎重に、良く考えて行いましょう。

　困った時は、早めに消費生活相談窓口に相談してく

ださい。

 　商工観光課商工労政係　緯（６３）３４１２詳しくは

地域の集会などでご利用ください。

消費者向け出前講座

　消費者トラブルによる被害の未然防止を目的

として、出前講座（無料）を行っています。

　悪質な商法や業者の手口等、気をつけるポイ

ントを皆さんにわかりやすく紹介します。地域

や団体の集会・勉強会など、催しの際にぜひご利

用ください。事前に電話でお申し込みください。

　７月１１日（月）から２０日（水）までの１０日間、「夏の交通安全県民運動」が実施されます。

　鹿島市の交通事故は、高齢者の関係する事故が多いことが特徴です。

　（鹿島市内の高齢者事故率：平成２２年中　７１件、交通事故に占める割合　２９．８％　鹿島警察署調べ）

高齢者の皆さんへ

　噛運転・運動能力などを再認識し、体調に応じて安全な行動を実践しましょう。

　噛歩行中に事故に遭うケースが多いので、夕暮れ時や夜間は、目立つ服装の着用や反射材などを活用しましょう。

　噛車の直前直後の横断や、道路をななめに横断することはやめましょう。

運転者の皆さんへ

　噛子どもや高齢者の近くでは減速・徐行など「思いやり運転」を心がけましょう。

 　総務課消防交通係　緯（６３）２１１３詳しくは

夏 の 交 通 安 全 県 民 運 動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

お
知
ら
せ

　市では、次の施設の指定管理者を公募します。

　（１）施設の名称　鹿島市自然の館ひらたに

　（２）業務の範囲　施設の管理運営全般および地域振興に関する業務

　（３）申請の資格　鹿島市自然の館設置条例第１条の設置目的に基づいた管理運営を行い、かつ、７月２２日（金）

　　　　　　　　　　開催の説明会に出席をした法人またはその他の団体

　（４）申請の期間　７月１日（金）～８月１日（月）

　（５）募集要項の配布期間　７月１日（金）～７月２１日（木）

　（６）申請の方法　募集要項に従い、指定の様式で申請してください。

　　　　　　　　　　募集要項の配布や申請書提出先は、農林水産課林務水産係です。

 　農林水産課林務水産係　緯（６３）３４１３詳しくは

「自然の館ひらたに」の指定管理者を公募します
募
　
集
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第４回天の川お星さまおはなし会

～親子で絵本を楽しみませんか～

　読み聞かせボランティアの皆さんに

よるお話し会です。

　どなたでも参加できます。

と　き　７月３日（日）10時～

ところ　保健センターいきいきルーム

夏休み・読書感想文教室

　読書感想文の書き方やコツを教えま

す。おすすめの本の紹介もあります。

と　き　７月２８日（木）１０時～１２時

　　　　※図書館は休館日です。

ところ　エイブル３階研修室

対　象　小学生

講　師　４～６年生　田澤記念館館長 田中　勉さん

　　　　１～３年生　野﨑図書館館長

定　員　６０人

申込受付　７月１０日（日）１０時～

鹿島市民図書館
- INFORMATION -

問合先　鹿島市民図書館

　　　　緯（６３）４３４３

図書館の雑誌をお譲りします

　平成2１年に市民図書館で

購入した雑誌を、無料でお譲

りします。一人５冊以内です。

　残り少なくなっていますの

で、早めにご来館ください。

と　き　７月９日（土）・１０日（日）

　　　　10時～17時

ところ　鹿島市民図書館内

情報掲示板ワイド

助成対象者　①身体障害者手帳１級～２級

　　　　　　②知能指数３５以下

　　　　　　③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数

　　　　　　　５０以下

　　　　　　※助成には所得による制限があります。

　　　　　　※重度心身障害者でこの助成を受けてい

　　　　　　　ない人は、お問い合わせください。

　重度の心身障害者の皆さんが医療機関で診察を受けられた際に支払った医療費のうち、保険診療に係る自己負担

分から一月５００円を除いた金額を助成します。福祉事務所で受給資格証を発行しますので次のいずれかに該当す

る人はご連絡ください。

更新手続き
　現在この助成を受給中の人は、毎年更新の手続き

が必要になります。この手続きをしないと８月分か

ら助成されませんのでご注意ください。

と　き　７月１３日（水）～２９日（金）

　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日除く）

ところ　福祉事務所（市役所１階）

その他　平成２３年１月１日時点で市外に住所があ

　　　　った場合は、平成２３年度所得課税証明書の

　　　　提出が必要です。

受給中の人は更新をお忘れなく！！
－　 重度心身障害者医療費助成制度　 －

お
知
ら
せ

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは

労働保険（労災保険・雇用保険）年度更新のお知らせ

　潤労働保険の 《申告》 《納付》 の手続きは７月１１日までに。

　　岳平成２１年度から労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届けの提出期限が統一されました。

　潤労働保険の 《申告》 《納付》 の手続きは電子申請が便利です。

　　岳詳しくは、佐賀労働局ホームページへアクセスを！（「佐賀労働局」で検索）

　潤佐賀労働局労働保険徴収室、各労働基準監督署では、鹿島地区

　　など県内７地区で申告相談会を開催するほか、期間中、随時、

　　労働保険の申告についての相談を行っています。

　 　

　　　　佐賀労働局労働保険徴収室　　緯０９５２（３２）７１６８

　　　　　　　武雄労働基準監督署　　緯０９５４（２２）２１６５

詳しくは

平成２３年度　年度更新申告相談日程（一部）

ところと　き地　区

藤津建設会館

緯(６２)２９４３

７月７日（木）

１０時～１５時
鹿　島

武雄

労働基準監督署

７月６日（水）

７月８日（金）

７月１１日（月）

１０時～１５時

武　雄

お
知
ら
せ
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　今回の東日本大震災では、多く

の子どもたちの命が奪われました。

　また新年度になり、登校中の６

人の子どもたちの命を突然に奪っ

てしまった交通事故など、小さな

命が絶たれてしまう悲しいニュー

スが続いています。すべての人の

命の価値はもちろん変わらないも

のですが、将来のある子どもたち

の命は、さらにかけがえのないも

のに思え、子どもの命を守ること

の大切さを痛感しています。

　もうひとつ、子どもたちが虐待

を受け、命を奪われたり、負傷し

たりするという報道も増えてきて

います。子ども・若者白書(内閣

府)によると、「平成２１年度児

童相談所における児童虐待に関す

る相談対応件数」は４４，２１１

件になっています。ここ１０年間

で約２．５倍も増加しています。

　児童虐待は、①あざや骨折など

身体への影響のある身体的虐待②

育児放棄や食事を与えないなど親

としての義務を放棄するネグレク

ト③児童にわいせつな行為をする

などの性的虐待④言葉による脅し、

ほかの兄弟と差別するなど子ども

の心を脅かす心理的虐待（子ども

の前でのDVも含まれます。）の

４つです。

　白書によると、相談の年齢構成

では、小学校入学前の子が４２％を

占めています。人格の基礎を作る

最も大事な時期に虐待にあうこと

は、さまざまな負の後遺症を持っ

て成長することになります。

　虐待に気づいたら市役所など関

係機関に連絡し、早期の対応がで

きるよう、地域や社会全体で子ど

もの人権を守り、子育てを支援す

るよう求められています。「鹿島

市で子育てしてよかった。」とい

われるよう、みんなで見守りま

しょう。

子どもの虐待防止にも

地域の力が必要です
噛ご意見等をお寄せください　同和対策課　緯（６３）２１２６

　地球温暖化などの環境問題が深刻化する現代、化石（石油）燃料からのエネルギー

転換は急務と言われています。そんな中、脚光をあびているのが走行時にＣＯ２を

まったく排出しない次世代のエコカー、ＥＶ（電気自動車）です。

　いち早く購入された愛用者の河谷雄二さん（住所：中村）にお話を伺いました。

況電気自動車に乗っての感想はどうですか？

　驚くほど静かで乗り心地抜群です。加速の時も馬力があるし、

　もうエンジン車には戻りたくない気持ちです。

況充電はどのくらいかかりますか？

　充電時間は、約7時間かかるので夜間はずっと充電しています。

　急速充電を使うと約３０分で８０％の充電が可能です。

況使っていて困ったことはありますか？

　急に出かけようと思った時、充電不足で出かけられなかったこ

　とです。

況乗っていて「電気自動車ですね」と興味のある人から声をか

　けられることがありますか？

　よくあります。特に小学生が振り返って見てくれるのは嬉し

　いですね。

　河谷さんお忙しい中、ご協力ありがとうございました。

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

　

詳しくは

エコの輪を広げましょう

寓市内コンビニで充電中

　ＥＶとは「electric　vehicle」の略で、エンジンの代わりにモーターを、燃料の代わりにバッテリーを積み、電気

の力だけで走る自動車です。燃料を燃やさないため、走行時にＣＯ２を一切排出しません。

　走行には充電設備が必要となるため、インフラの整備などが課題となっていますが、現在、佐賀県ではいつでも

どこでも充電ができるように急速充電スタンドの整備を進めています。鹿島市ではファミリーマート高津原店に

設置してあります。　

　環境負荷の小さいエコカーとして普及が期待されています。
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エイブルからのお知らせなど

潤かしま市民立楽修大学入学要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入学できます！

年　会　費　１,０００円／年

　　　　　（高校生以下５００円）

入学特典　「えいぶる事業」でチケット

　　　　　代金の割引、先行予約など

　　　　　が受けられます。

　　　　　（入学月から１年間有効）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

に行ってみよう

 下村康二 展
し も む ら や す じ

床　の　間
コーナー

　７月の床の間コー

ナーは、鹿島市出身

の画家で教職退職後、

新たな挑戦に燃える

下村康二さんの作品

を引き続き紹介しま

す（作品入れ替えまし

た）。鹿島を描いた新

作にご期待ください。

展　　示　７月３１日（日）まで

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

利用者番号をお知らせしています市　民
図書館

　図書館は図書システムやホームページを新しくし、１０月から次のこ

とができるように準備を進めています。

　ご自宅のパソコンや携帯電話、図書館内の検索機で

　噛今、借りている本の確認

　噛図書館資料の予約

　噛予約本到着の連絡方法を選択

ができるようになります。上記サービスには７桁の図書カード番号

（利用者番号）が必要となりますが、6月3日以前にカードを作られた

人には末尾の番号が印刷されていないため、現在貸し出しの際、図書

カードに直接記入しております。その他にもいろいろ新しいサービス

が始まりますので、どうぞご期待ください。

 　市民図書館 緯（６３）４３４３詳しくは

　「布川事件」の犯人とされ、再審で無罪

となった二人を追いかけた、鹿島市出身

井手洋子監督のドキュメンタリー映画。

と　き　７月２３日（土）

　　　　①１４時～上映後トークショーあり

　　　　②１８時３０分～舞台挨拶後上映

ところ　エイブルホール（全席自由）

入場料　前売券　一　　般　１，０００円

　　　　　　　　楽修大学生　　５００円

　　　　当日券　一　　般　１，２００円

　　　　　　　　楽修大学生　　７００円

　※７月１６日（土）～２９日（金）

　　監督の地元、祐徳門前商店街で

　　この券での割引サービスあり。

ドキュメンタリー・ムービー

「ショージとタカオ」上映会
第３回えいぶる事業

「なつかしの映画」上映会
黒澤明　初期傑作選

第４回えいぶる事業

と　き　７月３０日（土）・３１日（日）
　　　　①９時３０分～　「生きる」
　　　　②１３時～　「酔いどれ天使」
　　　　③１５時～　「羅生門」
　　　　④１７時～　「天国と地獄」

ところ　エイブルホール（全席自由）

入場料　一　　　般　１，０００円

　　　　楽修大学生　　５００円

　　　　高校生以下　　５００円

　前売りセット券や無料託児などがあります。 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは

エイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ

　定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。受講料　５００円／１講座１回（材料費別）　

　 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは

講　師　 陳 　 涛 　さん
チン トウ

と　き　６月２４日～１２月９日

　　　　金曜日１９時３０分～２１時

ところ　エイブル２階　和室

はじめての中国語教室 【定員２０人】

講　師　岩橋　祐介　さん

と　き　７月２６日～１２月１３日

　　　　火曜日１９時３０分～２１時

ところ　エイブル１階　いきいきルーム

ヒップホップダンス教室 【中学生以上定員２０人】

講　師　大城　サカエ　さん

と　き　７月６日～１２月２１日

　　　　水曜日１９時３０分～２１時

ところ　エイブル３階　研修室Ｂ

トラベル英会話教室② 【定員２０人】
講　師　迎　りつ子　さん

と　き　７月２７日～平成２４年６月２７日

　　　　水曜日１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理実習室

材料費　５００円／１回

アレンジ料理教室 【定員２０人】

講　師　 新開 　桂子　さん
しんかい

と　き　７月２１日～１１月１０日

　　　　木曜日１９時～２１時

ところ　エイブル１階　いきいきルーム

太極拳教室 　　　【定員２０人】 講　師　迎　りつ子　さん

と　き　８月１０日～平成２４年５月９日

　　　　水曜日１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理実習室

材料費　５００円／１回

簡単パン作り教室水曜日コース② 【定員２０人】
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口腔機能を向上させよう
～介護予防でいきいきと～

 　杵藤地区介護保険事務所　緯（６９）８２２２

　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

詳しくは

　高齢期は歯の数の減少や、唾液の分泌が減る、飲み込む機能が衰えるなどから、栄養を摂りにくくなったり、口

内に細菌が繁殖しやすくなったりします。そのため、低栄養や気道感染・肺炎を引き起こすこともあります。

　口腔のケアを毎食後必ず行いましょう。

　歯と口腔の健康を守ることは、全身の健康に関係します。歯がしっかりしているかどうかは、栄養がきちん

と取れるか、からだを動かすときに歯を食いしばれるかなどに関係します。また、口腔内に細菌が繁殖すると、

口内炎になったり、気道感染・肺炎を招いたりすることも少なくありません。

介　護　保　険

口の手入れをていねいにしましょう

①食後に歯磨き、うがい、洗口剤（うがい薬）などで口内を清潔に保ちましょう。

②歯を磨けないときも、うがいなどで食べ残しが残らないようにしましょう。

③義歯（入れ歯）の点検など、定期的に歯科医の検診を受けましょう。

口腔の状態は全身の健康に関係します

口腔機能のポイント

◎毎食後、きちんと歯磨きを

　歯ブラシ、歯の間をみがく歯間ブラシやデンタルフロスなど、用途に応じて使い分けましょう。細菌の繁殖

　防止には舌の手入れも大切です。口臭予防にもなります。舌手入れ用ブラシなども販売されています。

◎洗口剤で隅々まで清潔に

　抗菌剤を含む洗口剤でうがいをすれば、より細菌の繁殖を抑えられ、 誤嚥 性肺炎の予防に効果的です。
ごえん

◎義歯（入れ歯）の手入れを忘れずに

　毎日しっかりと手入れをして、半年に一度は歯科の定期検診を受けましょう。

７月・８月で６５歳になられる人を対象に開催します。

多くの皆さんのご出席をお待ちしています。

なお、対象以外の人も気軽にご出席ください。

　　　　と　き　７月２１日（木）１４時～

　　　　ところ　鹿島市民会館１階　第４会議室

介護保険制度説明会を開催します
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　鹿島市保健センター

　　　　　　緯（６３）３３７３

詳しくは
働く世代の大腸がん無料検診のお知ら働く世代の大腸がん無料検診のお知らせせ

　平成２３年度の大腸がん検診について、下記の対象者

に該当する人は、無料で受けることができます。

対象者

　平成２２年度中に４０･４５･５０･５５･６０歳になった人

実施方法

　対象者へは受診案内・無料クーポン券・検診手帳を

郵送します。希望する人には９・１０・１１月の「がん検

診（保健センター）」で大腸がん検査キットをお渡しし

ます。

　詳細は受診案内をご覧ください。

　４０歳を過ぎたら骨量チェック！

　対象者で希望する人はお申込みください。

対　象　者　平成2３年4月2日～平成２４年4月1日

　　　　　の間に、４０･４５・５０・５５・６０・６５・７０歳になる女性

検診日時　７月２２日（金）１３時３０分～１５時３０分

検診場所　保健センター

料　　金　６００円

　　　　　ただし、市民税非課税世帯・生活保護世帯、

　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

内　　容　腕のレントゲン撮影

注　意　点　妊娠の可能性がある人は受けられません。

定　　員　2０人（先着順）

申込締切　７月１３日（水）

骨粗しょう症検診を受けましょ骨粗しょう症検診を受けましょうう

熱中症に注意しましょ熱中症に注意しましょうう

　熱中症は夏の暑い日だけに起こるとは限りません。

　梅雨明けしたばかりの頃や、前日に比べ気温が急に

上昇した日は、体が暑さに慣れていないため、熱中症

になりやすくなります。特に、体温調節機能が苦手な

子どもや高齢の人は注意しましょう。

予防法

・こまめに水分および塩分補給をしましょう。

　塩水（水１００悪に塩半つまみ程度）やエネルギーを同

　時に補えるスポーツドリンクなどが適しています。

・衣服は軽く、通気性・吸湿性のよい素材で、熱を吸

　収しにくい白系統のものを選びましょう。外出時は

　帽子や日傘で直射日光を防ぎましょう。

・部屋の風通しをよくし、暑さがこもらないようにし

　ましょう。

・食事と十分な睡眠で体調を整えましょう。

　平日に受診できない人はぜひ受診してください。

日曜日実施医療機関

　７月３日（日）　志田病院【要予約】

　（6月号で「田中医院」とお知らせしていましたが変更になりました）

　７月１０日（日）　織田病院【要予約】

　７月２４日（日）　森田医院【予約不要】

　８月７日（日）　谷口医院（嬉野市）【予約不要】

日曜日に特定健診が受診できま日曜日に特定健診が受診できますす
がん患がん患者者（家族（家族））集いの集いの会会

と　　き　７月１９日（火）　１３時～１６時

と　こ　ろ　佐賀県総合保健会館（佐賀市天神１－４－１５）

対　　象　がん患者とその家族２０人（受付順）

内　　容　１３時～　絵手紙教室

　　　　　　　　　（暑中お見舞いを書いてみませんか）

　　　　　１４時～　親睦・交流会

参　加　料　絵手紙教室　　実費（３００円程度）

　　　　　親睦・交流会　無料

申込方法　住所・氏名・電話番号・家族同伴の有無

　　　　　を電話でお申し込みください。

申込期限　７月１１日（月）

 　（財）佐賀県総合保健協会

　　　　　緯０９５２（２７）４６６６

詳しくは
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ウォーキング教ウォーキング教室室
ウォーキングはすぐに始められる手軽な運動です　ウォーキングはすぐに始められる手軽な運動です。。

体を動かすことの気持ちよさ、そして体が健康にな体を動かすことの気持ちよさ、そして体が健康になっっ

ていく変化、実際に歩く楽しさを知って下さいていく変化、実際に歩く楽しさを知って下さい。。

とと　きき　９９月月３０３０日（金）～１１月２５日（金日（金）～１１月２５日（金））

毎週金曜日　　　　毎週金曜日　９９時～１１時３０分時～１１時３０分

とこところろ 織田病院（中牟田　織田病院（中牟田））

ウォーキング実践時は市内一　　　　ウォーキング実践時は市内一円円

定定　員員 ２０　２０人人

参加参加料料　２２,500,500円円（全１０回分（全１０回分））

内内　容容 ウォーキング実践や各種講話な　ウォーキング実践や各種講話などど

水中運動教水中運動教室室
お腹周りや体重が気になる方、水中運動を始めま　お腹周りや体重が気になる方、水中運動を始めませせ

んか。水中運動は浮力により、足腰に負担がかからんか。水中運動は浮力により、足腰に負担がかからずず

無理なく筋力トレーニングや有酸素運動ができます無理なく筋力トレーニングや有酸素運動ができます。。

とと　きき　週週１回２時間１回２時間　１２１２回回

【昼間コース】毎週金曜日 １４時～１６　【昼間コース】毎週金曜日　１４時～１６時時

【夜間コース】毎週金曜日 １８時３０分～２０時３０分　【夜間コース】毎週金曜日　１８時３０分～２０時３０分 

昼・夜コースとも　昼・夜コースとも　９９月月９９日（金）～１１月２５日（金日（金）～１１月２５日（金））

とこところろ　好日の園デイサービスセンターサン好日の園デイサービスセンターサンテテ

温水プー　　　　温水プールル（大手）（大手）

定定　員員　各教室２０人各教室２０人××２２教室＝４０人教室＝４０人

参加参加料料　2,500円（全１２回分2,500円（全１２回分））

内内　容容　プールを使った水中運動や各種講話なプールを使った水中運動や各種講話などど

トータルボディケア教トータルボディケア教室室
メタボリックシンドロームによるリスク度を認　メタボリックシンドロームによるリスク度を認識識

し、生活習慣病の予防と改善に向け、内臓肥満防止し、生活習慣病の予防と改善に向け、内臓肥満防止とと

ライフスタイルの見直しを図ることを学ぶ教室ですライフスタイルの見直しを図ることを学ぶ教室です。。

とと　きき　９９月１７月１７日日（土）～１２（土）～１２月月３３日（土）日（土）

毎週土曜日 １３時～１５時３０　　　　毎週土曜日　１３時～１５時３０分分

とこところろ 志田病院リハビリセンタ　志田病院リハビリセンターー（中村）（中村）

定定　員員　１６１６人人

参加参加料料 2,500　2,500円円（全１２回分（全１２回分））

内内　容容　マシーンなどを使ったトレーニングやウォマシーンなどを使ったトレーニングやウォーー

キング、ヘルシーバイキング、各種講話な　　　　キング、ヘルシーバイキング、各種講話などど

　鹿島市国保加入者を対象に６種類のメタボ予防教室を開催します。

　 申 込 期 限　７月２２日（金）（ただし、参加希望者多数の場合は特定健診受診者を優先します。）

　　　　　　　　※参加が決定した人には各教室の詳細な日程をお送りします。

　 　鹿島市保健センター　緯（６３）３３７３問合・申込先

メタボ予防教室参加者募メタボ予防教室参加者募集集

ダイエット＆エクササイズ教ダイエット＆エクササイズ教室室
　お腹周りや体重が気になる方、健康的な体づくりお腹周りや体重が気になる方、健康的な体づくりをを

しませんか？ご自分の体を見つめなおし、生活習慣しませんか？ご自分の体を見つめなおし、生活習慣病病

予防と改善を目指しましょう予防と改善を目指しましょう。。

とと　きき　１０１０月月１１日日（土）～１２（土）～１２月月１７１７日（土）日（土）

毎週土曜日 １０時～１２　　　　毎週土曜日　１０時～１２時時

とこところろ 吉田病　吉田病院院（乙丸）（乙丸）

定定　員員　１５１５人人

参加参加料料 2,500　2,500円円（全１２回分（全１２回分））

内内　容容　潤潤運動実践や各種講話な運動実践や各種講話などど

腎臓病栄養教腎臓病栄養教室室
腎臓病予防を目的とした5回コースの栄養教室　腎臓病予防を目的とした5回コースの栄養教室をを

開催します。腎臓に不安を抱えている方、ご自分や開催します。腎臓に不安を抱えている方、ご自分やごご

家族のために、食を見直してみませんか家族のために、食を見直してみませんか。。

とと　きき ①　①９９月月１５１５日日（木（木））１０時３０分～１３１０時３０分～１３時時

　　　　②②９９月月２９２９日日（木）（木）１０時３０分～１３１０時３０分～１３時時

③１０　　　　③１０月月１３１３日日（木）（木）１０時３０分～１３１０時３０分～１３時時

④１０　　　　④１０月月２７２７日日（木）（木）１０時３０分～１３１０時３０分～１３時時

⑤１１　　　　⑤１１月月１０１０日日（木）（木）１０時３０分～１３１０時３０分～１３時時

とこところろ 納富病　納富病院院（中牟田（中牟田））

定定　員員 １２　１２人人

参加参加料料 2,000　2,000円円（全（全５５回分）回分）

内内　容容 腎臓食の試　腎臓食の試食食（毎回）（毎回）や各種講話なや各種講話などど

栄養教栄養教室室
メタボリックシンドロームの予防を目的とした　メタボリックシンドロームの予防を目的とした44

回コースの栄養教室を開催します。いきいきと健回コースの栄養教室を開催します。いきいきと健康康

な生活をおくれるように食を見直してみませんかな生活をおくれるように食を見直してみませんか。。

とと　きき ①　①９９月月２９２９日日（木（木））１３時３０分～１５時３０１３時３０分～１５時３０分分

②１０　　　　②１０月月１１１１日日（火）（火）９９時３０分時３０分～１３時～１３時

③１０　　　　③１０月月２５２５日日（火）（火）９９時３０分時３０分～１３時～１３時

④１１　　　　④１１月月１０１０日日（木）（木）１３時３０分～１５時３０１３時３０分～１５時３０分分

とこところろ ①と④は犬塚病院 多目的室（東町　①と④は犬塚病院　多目的室（東町））

②と③はエイブル調理実習　　　　②と③はエイブル調理実習室室

定定　員員 １０　１０人人

参加参加料料 2,000　2,000円円（全（全４４回分）回分）

内内　容容　調理実習や各種講話な調理実習や各種講話などど
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貴重な碁盤などを鹿島市に寄付していただきました

　６月３日、祐徳本因坊戦前夜祭で、鹿島新町の藤井靖子様から囲碁７

大タイトルの「名人戦」や「 天元 戦」で使用された貴重な碁盤（本カヤ
てんげん

柾目）、 碁笥 (輪島塗り）、日向はまぐり碁石、那智黒石碁石をご寄付い
ごけ

ただきました。

　藤井様は、鹿島市が「囲碁発祥の地」としてまちづくりを行っている

ことを知り、お父様の米吉様が使われていた碁盤などを「まちづくりに

役立てて欲しい」というお気持ちから、第６０回の記念大会である祐徳本

因坊戦を機会に、寄付をしていただいたものです。

　寄付された碁盤などについては、藤井様のご意向により祐徳本因坊戦

の決勝戦などで使用させていただきます。

祐祐祐祐祐祐祐祐祐祐徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳本本本本本本本本本本因因因因因因因因因因坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦祐徳本因坊戦第第第第第第第第第第第６６６６６６６６６６００００００００００６０回回回回回回回回回回大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念事事事事事事事事事事回大会記念事業業業業業業業業業業業
－－－－－－－－－－ 囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲 碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁 発発発発発発発発発発 祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥 のののののののののの－ 囲 碁 発 祥 の 地地地地地地地地地地地「「「「「「「「「「 鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿 島島島島島島島島島島 」」」」」」」」」」をををををををををを ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ ＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲ「 鹿 島 」を Ｐ Ｒ －－－－－－－－－－－

　６月４日、祐徳稲荷神社参集殿で、小中学生を対象にしたプロの囲碁棋士による囲碁教室が開催されました。

　これは、祐徳本因坊戦第６０回記念大会に合わせて行われたもので、たくさんの小中学生が参加しました。

　囲碁経験のある子どもたちは対局形式での指導碁で教えてもらい、プロは一人で４人を相手に行いました。

　また、経験のない子どもたちは碁石の置き方や勝敗の決め方などを絵に描いてもらったりして、やさしく、わか

りやすく教えてもらいました。

プロの囲碁棋士による囲碁教室を開催しました

祐 徳 博 物 館

特 別 展 示

作 品 紹 介
（展示は終了してます。）

肥前よろ津新聞

那智黒石碁石

日向はまぐり碁石 碁盤・碁笥・碁石
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題 受賞者紹介

５月３１日

県内食育活動の優良事例を表

彰する佐賀県食育賞を、今年

度は学校部門で鹿島市立浜小

学校が、食農教育部門で能古

見地区農産物加工直売所「能

美の郷」が受賞されました。

おめでとうございます。

肥前浜宿スケッチ大会が開催されました

　第１０回を迎えた肥前浜宿スケッチ大会

は、５月２８日（土）に佐賀県高校スケッチ

会と同時開催の予定でしたが、あいにく

の雨となり、高校スケッチ会は予定どお

り実施されましたが、本スケッチ会は6

月4日（土）に延期となりました。

　それでも、鳥栖や唐津、佐賀など県内各

地から、遠くは長崎県からも参加されま

した。園児から大人まで３８８人が浜町周辺

の歴史あふれる町並みをスケッチしました。

　同日、審査も行われ、入賞作品は、いきいき館で7月1日まで展示されています。

おかげで公園もスッキリきれいに

　６月８日、鹿島市シルバー人材センターの皆さんが、福祉会館周辺や中川公園、

二本松通り児童遊園などのボランティア清掃作業を行いました。この奉仕作業は、

地域への奉仕活動として、市内の公共施設を対象に、毎年春と秋の２回行ってい

ただいており、この日はセンター会員の皆さん約１１０人が、公園内の樹木の剪

定や草刈りなどを行いました。

　皆さんありがとうございました。

納富分が優勝。第２４回壮年ナイターソフトボール大会

　５月９日から１８日にかけて、第２４回壮

年ナイターソフトボール大会（市体育指導

委員協議会主催）が、市民球場で開催され

ました。

　今年は８チームと、例年より参加チー

ムが少なかったものの、各チームとも日

頃の練習の成果を発揮し、白熱した試合

が繰り広げられました。

　１８日に行われた決勝戦は、納富分と

母ヶ浦の顔合わせとなり、攻守にわたり

安定した力を発揮した納富分が見事優勝に輝きました。

寓優勝の納富分チーム

市長への花束贈呈

６月１７日

佐賀県花商組合様と佐賀生産

部会バラ部会様が、父親を代表

して市長へ、鹿島市で生産され

たバラの花束を贈呈されまし

た。

「父の日にはバラの花を」

活動紹介

６月２３日

鹿島市環境衛生推進協議会

市内のスーパー店頭で「いつも

買い物袋を持って買い物に行

きましょう」と買い物客に呼び

掛けました。

マイバッグ持参運動

　　　　　街頭キャンペーン
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“get over” 

今月のキーフレーズ

ドノヴァン先生

№６７

子どもサポート隊始動

寓地域の方に見守られ下校する児童たち

古枝小学校

校学 だ よ り

No.1７０

　古枝小学校では、“子どもたちの

安全は、地域みんなで見守ろう”と

いう声に支えられ、

・第１火曜日は、地域ボランティア

　による「子どもサポート隊」

・第３火曜日は、保護者による「子

　ども見守り隊」

・第４月曜日は、先生たちとの「集

　団下校」

と、毎月三回の下校指導が実施され

ています。

　５月１０日、今年度の「子どもサ

ポート隊」発足式と第１回の下校パ

トロールが行われました。

　この日はあいにくの雨にもかかわ

らず、約６０人の地域ボランティア

の方に参加していただきました。

　子どもたちは、近所のおじさんや

おばさん、おじいちゃんやおばあ

ちゃんと楽しく会話をしたり、道路

の渡り方や傘のさし方などを教えて

もらったりしながら、家路をたどり

ました。

　笑顔で帰る子どもたちは、きっと

サポート隊の活動を通して、地域の

人に見守られている有難さを感じ

取ってくれていることだと思います。

（ジェーン）こんにちは、ビル

（　ビ　ル　）やあ、ジェーン。大丈夫？

（ジェーン）ええ、やっと風邪が治ったところよ。

（　ビ　ル　）そうだといいね。お大事に！

Jane:
B i l l:
Jane:
B i l l:

Hello, Bill.
Hi, Jane. Are you okey?
Yeah, I'm just getting over a cold.
I hope so. Take care.

この表現は風邪をひいたり、何か悪いことが起こった後に

「（状況が）よくなる」という意味で使われます。

（　キ　ム　）やあジェイソン。ティム見なかった？

（ジェイソン）ううん、彼は家にいると思うよ。昨日、大きな

　　　　試合に負けたのから立ち直ってないみたい。

（　キ　ム　）そうなの。早く元気になるといいわね。

　　　　今日の午後にでも会いに行ってみようかな。

（ジェイソン）それはいい考えだね。

K　i　m:
Jason:

K　i　m:

Jason:

Hey, Jason. Have you seen Tim?
No, I think he's at home. He hasn't
gotten over losing the big game yesterday.
Oh, really? I hope he gets over it soon.
Maybe I'll go visit this afternoon.
That's a good idea.

こんなときこのひとこと、学校だより
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　調理実習とクイズで楽しい一日を

過ごしませんか？

　親子だけでなく、おじいちゃん、お

ばあちゃんの参加も大歓迎！

テ　ー　マ　親子でカンタン・手早い

　　　　　朝ごはん

と　　き　８月５日（金）

　　　　　９時３０分～１４時

と　こ　ろ　エイブル２階　調理実習室

参　加　費　１人当たり

　　　　　２５０円（食材費）と米０．５合

持　参　品　エプロン・三角巾（バンダナ）

　　　　　・マスク・はし・子ども用上履き

締　　切　７月２２日（金）

 　市立学校給食センター　

　　　　　緯（６３）２４５３

 

演　　題　改めて『東京で見つけた

　　　　　鹿島』

講　　師　鹿島市長　樋口久俊

と　　き　７月１０日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

 　鹿島市文化連盟

　　　　　緯（６３）２１０５

 

　市長が出席した祝賀会などの会費

として、５月２０日に５，0００円を支払

いました。

 　企画課秘書係

　　　　　緯（６３）２１００

おお知知ららせせ
親子料理教室に
参加しませんか

詳しくは

鹿島市文化連盟
文化講演会

詳しくは

平成23年５月
市長交際費支出状況

詳しくは

 

　楽しい夏休みの計画はお決まりで

すか？近場で家族で楽しめる場所と

いえば「奥平谷キャンプ場」。バーベ

キューの道具などはレンタルでき、

そうめん流しの台は無料で使えます。

　近くには水遊びの出来る沢もあり、

思いっきり自然を満喫できます。

　どうぞふるってご利用ください。

　利用するには予約が必要です。

潤利用期間

　夏休み期間は木・金・土・日曜日の宿泊可。

　夏休み期間以外は土曜・祝前日の宿泊のみ。

　※日帰りバーべキューのみの利用可

潤バンガロー（６人用から５０人用)

　１棟　 2,200円～14,700円

潤コテージ（１０人用）１棟12,430円

 　（平日のみ）

　商工観光課　緯（６３）３４１２

 

　税務課では、現地調査などを行い

適正な課税に努めていますが、建物

の取り壊しなどの届け出をされてい

ない場合に翌年度以降もそのまま課

税されることがありますので、税務

課へ確実に届け出をされるようお願

いします。

恭建物を取り壊した場合

　所有していた建物の全部または一

部を取り壊したときは、届け出てく

ださい。

恭登記していない建物(未登記家屋)

　の所有者が変わった場合

　登記していない建物（未登記家屋）

を売買または贈与した場合や所有者

が亡くなって相続した場合は、届け

出てください。

※建物を新・増築した場合もご連絡

ください。

 　税務課課税係

　　　　　緯(６３)２１１８

夏休みは奥平谷キャンプ場へ

問い合わせ・予約先

家屋の取り壊し・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

詳しくは

 

　市の魅力をＰＲしようと、地区ご

とに観光スポットや偉人などを紹介

する観光情報番組「いってみんさい、

きてみんさい」をケーブルテレビで

放映しています。ぜひご覧ください。

７月の放映予定…鹿島地区ＰＲ番組

　１４日（木）８時～　１６日（土）８時～

　１７日（日）８時～

※都合により放映日、時間帯が変更

　になる場合があります。

※放映後、市ホームページに掲載を

　予定しています。

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯（６３）３４１２

 

恭住宅用火災警報器の取り付けをは

じめました。

恭夏の作業もおまかせください。

　気軽にご相談、ご注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　７月２１日（木）８時３０分～

恭会員を募集しています。（６０歳以上）

説　明　会　７月２１日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 

　　鹿島市シルバー人材センター

　　緯（６３）０９７０

 

　県では、将来目指すべき佐賀県の

姿とその実現のために、新しい総合

計画づくりを進めています。

　県民の皆さんのご意見を反映した

総合計画にするため、７月７日から７

月１０日まで意見交換会を開催します。

胸７月７日（木）　

　１９時～２０時３０分　武雄市文化会館

※ほかに４会場で開催します。

※各会場どなたでも参加できます。

 　佐賀県統括本部政策監グループ

　　　　　緯０９５２（２５）７３５１

鹿島市観光情報番組を
ケーブルテレビで放映中

詳しくは

暑中お見舞い申し上げます
シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文

新しい総合計画づくりのための
県民との意見交換会

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
第２期の口座振替日は

７月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　７月は“社会を明るくする運動”

の強調月間です。

　犯罪や非行は、地域社会で起こる

ものであり、犯罪や非行をした人も、

いずれ地域社会に戻ってきます。そ

の人たちを差別や偏見にとらわれる

ことなく、一人の地域住民として受

け入れ、その立ち直りを支援するこ

とが、一見遠回りのようで、「安全・

安心な地域社会の実現」につながりま

す。その意味で、“社会を明るくす

る運動”は、安全・安心の国づくり、

地域づくりのための重要な活動です。

 　佐賀保護観察所企画調整課

　　　　　緯０９５２（２４）４２９１

 

　ＮＴＴ西日本から新しい電話帳を

お届けした際、不要になった古い電

話帳を配達員にお渡しください。

　お渡しできなかった場合は、紙資

源回収などへ出していただくか、後

日回収に伺いますので、ご連絡くだ

さい。

　紙資源のリサイクルにご協力をお

願いします。

期　　間　8月1日～8月３１日

 　タウンページセンタ

　　　　　緯０１２０（５０６）３０９

 

 

　介護福祉士の資格を持ち、福祉・

介護サービスに従事していない人に

対して、就業が円滑にできるよう実

践的な知識・技術を習得していただ

ける研修を実施します。

募集期間　７月２０日（水）まで

　　　　　※当日受付ができる場合があります。

募集人数　２０人

と　　き　７月３０日（土）～３１日（日）

と　こ　ろ　佐賀県介護実習普及センター

費　　用　５００円／１日（テキスト代）

 　佐賀県介護福祉士会

　　　　　緯０９５２（７５）３２９２

“社会を明るくする運動”に
ご協力ください

詳しくは

古い電話帳を回収します
－紙資源のリサイクルにご協力を－

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
介護福祉士有資格者
就業支援研修

詳しくは

 

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、会員や外部講師により毎月発

表や見学を行っております。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館　

資　料　代　２００円(入場無料)

講師・内容

噛７月７日（木）

　演題　『鹿島侍の江戸勤め（その２）』

　講師　荒川剛志さん(鹿島古文書会会長)

噛８月４日（木）　

　演題　『地名から見た鹿島の歴史』

　講師　鹿島市長　樋口久俊

噛９月１日（木）　

　演題　『こんな鹿島の文化人たち

　　　　がいた』

　講師　松尾和義さん(祐徳博物館館長)

 　鹿島史談会事務局　武富

　　　　　緯（６２）４５４３

 

と　　き　７月１４日（木）１０時～１３時

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

持　参　品　エプロン

会　　費　６００円（昼食付）

そ　の　他　託児あり

 　鹿島友の会　小池

　　　　　緯（６３）２５７４

 

 

　夏の風物詩“浜祇園祭”がやって

来ました。浜町一円で奉納踊子、子

供みこしが町を練り歩きます。

と　　き　７月１３日（水）～１５日（金）

と　こ　ろ　浜町・古枝大村方区一帯

 　浜公民館

　　　　　緯（６２）２５３４

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

おやつ講習会

詳しくは

イイベベンントト

浜 祇園 祭
ぎおん

詳しくは

 

　たくさんの花火が夜空を彩ります。

　協賛金のご協力をお願いします。

と　　き　７月１４日（木）　２０時３０分～

　　　　　※雨天の場合７月１７日（日）

と　こ　ろ　新浜大橋周辺（浜川河口付近）

 　同実行委員会事務局

　　　　　緯（６３）６１３０

 

と　き　７月１９日（火）　少雨決行

　　　　夏まつり　　　１８時２０分～

　　　　おしまさん詣り２２時３０分～

ところ　七浦海浜スポーツ公園

夏まつりアトラクション

　潤園児による出し物　１８時４０分～

　潤飯田面浮立　　　　１９時２５分～

　潤七浦盆おどり　　　２０時～

　潤お楽しみ抽選会　　２１時１５分～

 　同実行委員会事務局（七浦公民館）

　　　　緯（６２）８３２５

 

　 豊饒 の海を取り戻す目的で、河川
ほうじょう

の上流部に広葉樹を植栽する『海の

森』づくりも今年度で１８年目とな

りました。

　下刈りは植樹した樹木が大きく育

つためにも、とても重要な作業です。

　今回は、中木庭ダムに隣接する海

の森・植樹地の下刈り作業を行います。

と　　き　７月３０日（土）

　　　　　８時集合（市役所前）

　　　　　１１時３０分解散予定（市役所前）

　　　　　※雨天時は８月６日（土）

　　　　　　に順延します。

と　こ　ろ　中木庭ダム湖畔公園

　　　　　（バスで移動）

持　参　品　草刈り鎌、軍手、タオル、水筒、帽子

　　　　　※飲み物等は用意します。

 　鹿島市環境衛生推進協議会事務局

　　　　　農林水産課林務水産係

　　　　　緯(６３)３４１３

鹿島納涼花火大会

詳しくは

納涼ふるさと七浦夏まつり

詳しくは

海の森 下刈り作業に
参加しませんか？

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・教室・イベント

鹿島おどり「歌手・ヤッサ隊」

オーディション参加者募集中！

開　催　日　７月９日（土）

　　　　　１７時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

 　同実行委員会事務局

　　　　　緯（６２）６０５６
詳しくは



広報かしま　Ｈ２３(２０１１).７.123

 

と　　き　８月１日（月）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

　煙若草保育園児アトラクション　１２時３０分～

　煙東部中ブラスバンド部演奏　１３時～

　煙宝さがし　　　　　　　１３時～

　煙『鮎』のつかみ取り大会　１３時３０分～

　煙祐徳おどり大会　　　　１９時～

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯（６２）３９４２

 

　中卒者を対象とする３年間の教育

で、主に国内を航行する船舶の航海

士・機関士を養成する国立唐津海上

技術学校では、オープンスクール

（体験入学）を開催します。

と　　き　７月２３日（土）１０月１５日（土）

内　　容　学校説明会、練習船体験

　　　　　乗船、施設見学など

 　国立唐津海上技術学校

　　　　　緯０９５５（７２）８２６９

 

 

　今年も鹿島が熱く燃える季節が

やってきました。鹿島おどり実行委

員会では、現在参加者・団体を募集

しています。また、子供おどりの参

加者も募集しています。

と　　き　８月７日（日）・８日（月）

　　　　　１９時３０分～(子供おどりは８日のみ)

参　加　費　１人１００円（１８歳以上）

参加条件　３曲(子供おどりは一声浮立のみ)ともに

　　　　　踊ることができ、練習に参加した団体

申込締切　７月１日（金）～２２日（金）

申　込　先　同実行委員会事務局

　　　　　緯（６２）６０５６

恒例　祐徳夏まつり

詳しくは

国立唐津海上技術学校
オープンスクール参加者募集

詳しくは

募募 集集
ヤッサ！ヤッサ！

鹿島おどり参加者募集！

 

　水の中で音楽に合せて楽しく運動

を行い、足腰にも負担を掛けずに数

倍の運動効果があります。

　皆さんぜひご参加ください。

と　　き　７月２１日（木）～８月１１日（木）

　　　　　毎週月・木曜日（全７回）

　　　　　１９時４５分～２０時４５分

　　　　　（※　都合で日程の変更もあります）

と　こ　ろ　七浦海浜スポーツ公園プール

対　象　者　一般男女

定　　員　３０人（定員になり次第締切）

指　導　者　草野　晶子 さん

参　加　費　３,０００円（保険料含む）

申　　込

　申込用紙（鹿島市体育協会事務局、

　七浦海浜スポーツ公園プール受付

　窓口に設置）に必要事項を記入し

　参加費を添えてお申し込みください。

 　鹿島市体育協会　峰松

　　　　　（市陸上競技場内）

　　　　　緯（６２）３３７９

 

対　　象　雇用保険受給資格者等　

　　　　　離職者で４０歳未満の人

募集定員　［機械加工技術科］１２人

申込期限　７月２２日（金）

入　所　日　９月７日（水）

訓練期間　７ヵ月

　　　　　※企業内実習１ヵ月含む

訓練時間　９時３０分～１５時４０分

申　込　先　ハローワーク鹿島

　　　　　毎月職業訓練説明会を開

　　　　　催しています。

 く雇用・能力開発機構佐賀

　　　　　センター（ポリテクセンター佐賀）

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

水中ウォーキング
体操教室

詳しくは

平成２３年９月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

 

　放送大学では、平成２３年度第2学

期（１０月入学）の学生を募集していま

す。放送大学はテレビなどの放送を

利用して授業を行う通信制の大学で、

心理学・福祉・経済・歴史・文学・

自然科学など、幅広い分野を学べま

す。

出願期限　８月３１日（水）

資料請求　無料（電話かホームページ）

 　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

 

 

　平成２３年度の自衛官採用試験を

次のとおり実施します。詳細は問合

先に連絡し、願書をお取り寄せくだ

さい。

問合先　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

 

　平成２３年度の採用試験（裁判所

事務官詠種）を行います。詳細はお

問い合わせください。

受験資格　平成２年４月２日～

　　　　　平成６年４月１日に生まれた人

申込書受付　７月１２日（火）～２１日（木）

１次試験　９月１１日（日）

 　佐賀地方裁判所総務課

　　　　　緯０９５２（２３）３１６1

放送大学
10月入学生募集

詳しくは

試試験験・・採採用用
自衛官採用試験の

ご案内

裁判所職員採用試験
（高卒程度）

詳しくは

一次試験受付期間受験資格募集種目

９月２３日８月１日

（月）

～

９月９日

（金）

高卒（見込）

２１歳未満
航空学生

９月１７日
１８歳以上

２７歳未満
一般曹候補生

９月　　

２５～２６日１８歳以上

２７歳未満

自衛官候補生

（女子）

受付後に

連絡します

年間を通じて

行っています

自衛官候補生

（男子）

情報掲示板　愚　イベント・募集・試験

今年のサマージャンボは２０００万サマーと同時発売

　サマージャンボ宝くじの賞金は１等・前後賞合わせて３億円、

２等は１億円で２０００万サマーと同時発売です。この宝くじ

の収益は市町村の明るく住みよい町づくりに使われます。

発　　売　７月１１日（月）～７月２９日（金）

抽　選　日　８月９日（火）

 　（財）佐賀県市町村振興協会　緯０９５２（２５）１９１３詳しくは
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怯乳幼児の予防接種

怯乳幼児の健康診査　エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

乳幼児の健康診査や予防接種などの問合先

保健センター予防係緯（６３）３３７３７月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１９年１２月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

１４日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２１年１１月２６日～１２月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２８日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年３月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２７日（水）

ポリオ以外の予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。

日本脳炎予防接種
　

対象者　１期：３歳～７歳６ヵ月未満

　　　　　　　接種回数３回

　　　　　　　※平成２３年度中に３歳になるお子さんに

　　　　　　　　は通知します

　　　　２期：９歳～１３歳未満

　　　　　　　接種回数１回

　　　　　　　※平成１３年４月２日～平成１５年４月１日

　　　　　　　　生まれのお子さんには通知しています。

　　　　潤７歳６ヵ月を過ぎてしまい１期の接種ができ

　　　　　なかったお子さんは、２期の期間に接種でき

　　　　　ます。

　　　　潤１期３回が終了している２期対象のお子さん

　　　　　は、２期１回の接種ができます。

　　　　潤接種を希望する場合は保健センターまでお問

　　　　　い合わせください。

Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者　生後3ヵ月から６ヵ月未満の子ども（対象者に通知）

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　小学６年生（対象者には通知しています）

①麻しん風しん混合②麻しん③風しん
対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども
　　　　第２期：平成１７年４月２日～平成１８年４月１日
　　　　　　　　に生まれた子ども
　　　　第３期：中学１年生
　　　　　　　　（平成１０年４月２日～平成１１年４月１日に生まれた人）
　　　　第４期：高校３年生に相当する年齢の人
　　　　　　　　（平成５年４月２日～平成６年４月１日に生まれた人）

三種混合［ジフテリア・百日咳・破傷風］
対象者　生後３ヵ月から７歳６ヵ月未満の子ども

　　　　煙１期１・２・３回は、２０～５６日の間隔で受けます。

　　　　煙１期追加は、１期３回目終了後、

　　　　　１年～１年６ヵ月の間に接種します。

子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用を助成しています

　市では、上記ワクチンの接種を希望される人への接種費用の助成を行っています。

　これらの予防接種は法に基づかない任意の予防接種のため、本人または保護者の理解が必要です。接種を希望す

る場合はよく検討してから接種しましょう。

 

　※助成対象となる医療機関は、市のホームページで確認するか保健センターへお問い合わせください。

　※対象者であっても助成期間前にすでに接種された分は助成の対象になりません。

　※接種前の診察で体調不良などで接種できなかった場合は、診察料がかかることがあります。

　解子宮頸がん予防ワクチンの供給が全国的に不足しています。ワクチンの供給が安定するまで、すでに接種を　

　開始した人への２回目以降の接種を優先し、これから接種を開始する人（初回接種者）への接種は差し控えられ　

　ています。このため、初回接種者については、当面の間お待ちいただくことになります。接種可能になりまし　

　たら広報かしま・ホームページなどでお知らせします。

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン子宮頸がん予防ワクチン（解）

2ヵ 月 ～ ５ 歳 未 満
　平成２３年度　中学２・３年生・高校１年生相当年齢の女子

【対象者へは通知しています】

対 象 者

（希望者）

自 己 負 担 は あ り ま せ ん接種料金

平成２３年１月１１日（火）～平成２４年３月３１日（土）助成期間

　接種回数は接種開始の月齢、年齢で異なります。
　煙初回接種　　　煙初回接種から1ヵ月後

　煙初回接種から６ヵ月後　　　　の計３回
接種回数

　佐賀県内の実施医療機関での個別接種
　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定医療機関

　での個別接種接種方法

必ず事前に医療機関へ直接予約をして接種してください。

母子健康手帳・健康保険証・予防接種済証（子宮頸がん予防ワクチン対象者のみ）持 参 物
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母子健康手帳

母

子

怯子育て支援

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会

対象　市内在住の妊婦

６６・・１１３３・・２２００・２・２７７日日（水（水））

赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体計測・健康相談

対象　赤ちゃんと保護者

※来月は８月３日（水）です。

６６日（水日（水））

離乳食教離乳食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食等

対象　５・６ヵ月児の保護者

２１日（木２１日（木））

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合先　子育て支援センター（エイブル１階）　緯（６３）０８７４

子育てひろば　会場受付１１時～１５時

ところ子育てひろば名と　き

北鹿島農村婦人の家うさぎさん５日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１２日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん１９日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２６日（火）

対　象　就学前児と保護者　だだし、「ひよこ」

　　　　は１歳未満の赤ちゃんとその保護者

２ヵ月児相２ヵ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談

対象　平成２３年４月生まれ

２２００日（水日（水））

のびのびサークル　　　　１０時～１２時
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

よちよちサークル　　　　１０時～１２時
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

８日（金）　エイブル　『きっと叶うよ嗣願い事』　

２０日（水）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

１５日（金）　エイブル　『お家で飾ろう七夕さま』

２９日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

育 児 相育 児 相 談談
月～月～金金（休館日（休館日をを除除く）く）

気軽にご相談ください気軽にご相談ください。。
受付受付　９～９～１７１７時時
対象対象　子育て中の子育て中の人人
場所場所　子育て支援セ子育て支援センンターター

夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜間間間間間間間間間間のののののののののの小小小小小小小小小小児児児児児児児児児児救救救救救救救救救救急急急急急急急急急急医医医医医医医医医医夜間の小児救急医療療療療療療療療療療療
　６月から夜間の小児救急医療が毎日行われるようになりました。対象年齢は１５歳以下となっています。

　建おくすりノートを持っていきましょう

　診療時間　１９時～２１時

　診療場所　（１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

　　　　　　　　南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

　　　　　　　　武雄市武雄町大字昭和３００　緯０９５４（２２）５５９９

　　　　　　（２）火曜日の小児救急在宅医（７月）

　　　　　　　　※変更になる場合がありますので、受診の際は事前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内または

　　　　　　　　　在宅医へ電話で確認してください。

　　　　　　　　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７

　　　　　　（３）水曜日　※１月１日～３日を除く

　　　　　　　　鹿島時間外こどもクリニック（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内）　緯（６３）１８３８

　受付時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯（６３）１８３８

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

（６３）３３０９鹿島市　中牟田稗田産婦人科５日（火）

（６７）００１６太良町町立太良病院１２日（火）

０９５４（４３）２１１１嬉野市　嬉野町田中医院１９日（火）

（６３）１１５８鹿島市　西牟田村山小児科２６日（火）

休休休休休休休休休休日日日日日日日日日日昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼間間間間間間間間間間のののののののののの小小小小小小小小小小児児児児児児児児児児救救救救救救救救救救急急急急急急急急急急医医医医医医医医医医休日昼間の小児救急医療療療療療療療療療療療
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7月

 文月 
ふみづき

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画課　〒８４９－１３９１　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯（６３）２１０１（直通）　姉（６３）２１２９　URL　http://www.city.kashima.saga.jp/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用しています

広報かしま原稿締切日

９月号８月号
８月４日７月１日

１３日（水）　浜祇園祭　奉納踊り・ちょうちん行列など　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜一円　１０時～
１４日（木）　第３２回鹿島納涼花火大会・・・［２２ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　浜川河口　２０時３０分～
１５日（金）　浜祇園祭　子どもみこしなど　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　浜一円　１４時３０分～
１６（土）～１７（日）　地区中体連総合大会　中学校・市内体育施設
１９日（火）　納涼ふるさと七浦まつり・・・［２２ページ参照］
　　　　　　　　　七浦海浜スポーツ公園　１８時２０分～
２１日（木）　市内小学校水泳大会　能古見小　８時４５分～
２３日（土）　ドキュメンタリームービー「シュージとタカオ」・・［１４ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　エイブルホール　１４時～
３０日（土）　海の森下刈り作業・・・・・・・・・［２２ページ参照］
　　　　　　　　　　　　中木庭ダム湖畔公園　８時～
３０（土）～３１（日）　なつかしの映画上映会・・・・・・［１４ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　エイブルホール　９時３０分～

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　１４日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２８日（木）　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始

愚成人健康相談　保健センター

　６日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚鍼灸（しんきゅう）マッサージ無料健康相談　保健センター

　１０日（日）　１０時～１５時

愚消費生活相談　市民会館１階サロン

　４・１１・２５日（月）、１・８・１５・２２・２９日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１３日（水）　　９時３０分～１２時　福祉会館１階相談室

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室

　２６日（火）　要予約　ＮＰＯ法人　それいゆ　

　　　　　　　　　　　　　　緯０９０（６２９６）７５５０

愚厚生年金・国民年金相談

　市民会館１階サロン（要予約：市民課緯（６３）２１１７）

　５・１９日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時

愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室

　６・２０日（水）　１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

愚福祉介護電話相談　月曜日～金曜日　９時～１７時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

（７月分）
２・９・１６・２３・３０日（土）
３・１０・１７・２４・３１日（日）
１８日（祝）

市役所
保健センター

４・１１・２５日（月）
１９日（火）・２８日（木）

市民図書館

４・１１・２５日（月）
１９日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

５・１２・１９・２６日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
松本設備　　　　　　緯（６３）１８４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
吉牟田水道工事店　　緯（６３）４４９７
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９

　２日（土）
　３日（日）
　９日（土）
１０日（日）
１６日（土）
１７日（日）
１８日（祝）
２３日（土）
２４日（日）
３０日（土）
３１日（日）

在宅当番医・当番薬局
受付時間　９時～１７時
建おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２５ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６３日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１０日（日）

おおぞら薬局吉田病院　緯（６２）３２０３１７日（日）

オダ薬局ピオ店中村医院　緯（６３）９２３４１８日（祝）

祐信堂薬局森田医院　緯（６３）３９５６２４日（日）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５３１日（日）


